
プログラム 
第 1 ⽇⽬ 6 ⽉ 29 ⽇ 

 
Opening Ceremony              15:50 - 16:00 
 
 
イブニングセミナー１                          16:00 - 17:00 

座⻑：渥美 達也 北海道⼤学⼤学院医学研究院 免疫・代謝内科学教室  

   
ES1-1  IL-6 と⾻免疫 

宮本 健史 
熊本⼤学⼤学院⽣命科学研究部 整形外科学講座  

 
ES1-2  関節リウマチ治療における IL-6 阻害の意義 

松本 佳則 
岡⼭⼤学学術研究院医⻭薬学域 腎・免疫・内分泌代謝内科学 

岡⼭⼤学病院リウマチ膠原病内科 

共催：中外製薬株式会社 
 

Dr. Roland Baron 講演会                  17:05 - 17:25 
座⻑：⽥中 栄 東京⼤学⼤学院医学系研究科 整形外科学  

 
 
ポスターセッション 1                    17:25 - 18:25 
 
ポスターA 滑膜・軟⾻・⾻ 

ファシリテーター：⾼窪 祐弥 ⼭形⼤学リハビリテーション部 

 
 
 
 
A-1  1 細胞分泌実時間イメージング法を⽤いた、細胞間相互作⽤による

滑膜線維芽細胞の病的形質獲得の解析 



⾼橋 悠 1, ⼟屋 遥⾹ 1, 吉原 理紗 1, ⼟⽥ 優美 1, 楊 倬皓 3,  
⼭岸 舞 3,⽩崎 善隆 3, 上村 想太郎 4, 船津 ⾼志 3, 岡村 僚久 1,2,  
藤尾 圭志 1 
1 東京⼤学医学系研究科内科学専攻アレルギー・リウマチ内科, 

 2 東京⼤学⼤学院医学系研究科免疫疾患機能ゲノム学講座,  

3 東京⼤学⼤学院薬学系研究科⽣体分析化学教室,  

4 東京⼤学⼤学院理学系研究科⽣物科学専攻光計測⽣命学講座 

 

A-2  Generation and characterization of a novel conditional  
Mkx knockout mice 
Lin Liu1, Tomoki Chiba1, Hiroshi Asahara1 
1 Department of Systems BioMedicine,  

Graduate school of Medical and Dental Sciences, Tokyo Medical and Dental University 

 

A-3  Jaccoud 関節症の滑膜組織における免疫担当細胞の検討 
⾼窪祐弥 1, 2、今村佑太 1, 3、⻑瀬貴明 1, 4、⻑瀬紗枝⼦ 1, 5、 
和根崎禎⼤ 1、⿇⽣正 1、伊藤重治 1、⻑沼靖 1、⼤⽊弘治 6、
佐々⽊幹 6、⾼⽊理彰 1 
⼭形⼤学医学部整形外科 1、⼭形⼤学医学部リハビリテーション部 2、 

⽶沢市⽴病院 3、⽇本海総合病院４、丹⼼会吉岡病院 5、⼭形済⽣病院 6 

 

A-4  関節リウマチおよび変形性関節症滑膜組織におけるオート 
ファジー関連分⼦の解析 
⻩漢卿、⾼窪祐弥、丸⼭真博、劉興、宇野智洋、⾚⽻武、 
豊野修⼆、鈴⽊朱美、⾼⽊理彰 
⼭形⼤学医学部整形外科講座 
 

 

A-5  ⾻膜幹細胞による⾻格成⻑制御 
塚崎 雅之 1, ⾼柳 広 1 



1 東京⼤学⼤学院医学系研究科 免疫学 

 

A-6  CD34+THY1+滑膜線維芽細胞サブセットは⾻芽細胞・軟⾻細胞への
⾼い分化能を有する 

野⽥ 聖⼆ 1、細⽮ 匡 1、⼩宮 陽仁 1、⽥川 泰寛 1、 
遠藤 健太郎 2、⼩森 啓⼀郎 2、古賀 英之 3、⾼原 康弘 4、 
杉本 和隆 5、関⽮ ⼀郎 2、齋藤 鉄也 1、溝⼝ 史⾼ 1、保⽥ 晋助 1 
1 東京医科⻭科⼤学⼤学院医⻭学総合研究科 膠原病・リウマチ内科学 

2 東京医科⻭科⼤学 再⽣医療研究センター 

3 東京医科⻭科⼤学⼤学院医⻭学総合研究科 運動器外科学 

4 ⽇本鋼管福⼭病院 整形外科 5 苑⽥会⼈⼯関節センター病院 整形外科 

 
 
ポスターB がん免疫・感染症 

ファシリテーター：松本 佳則 岡⼭⼤学 賢免疫内分泌内科 
 

B-1  腸内細菌代謝産物短鎖脂肪酸 A は T 細胞活性化および M1 マクロ
ファージ 誘導を介して頭頸部がんに対する抗 PD-1 抗体療法の
作⽤を増強する 
村⼭ 正和 1,2,3,4, 細沼 雅弘 1,2,3,5, 倉増 敦朗 1, 成川 陽⼀郎 1,2,3,4,  
豊⽥ 仁志 1,2,3,6, 磯部 順哉 7, 志⽥ みどり 1, ⽵中 桃⼦ 8,  
星野 光帆⼦ 8, 中島 瑞貴 9, 磯部 晃 9, 船⼭ 英治 1, 佐々⽊ 晶⼦ 2,3,  
三邉 武彦 10, ⼩林 ⻫ 11, 辻 まゆみ 3, 嶋根 俊和 12, ⼩林 ⼀⼥ 4,  
⽊内 祐⼆ 2,3, 吉村 清 1,5 

1 昭和⼤学臨床薬理研究所臨床免疫腫瘍学部⾨, 

 2 昭和⼤学医学部薬理学講座医科薬理学部⾨, 3 昭和⼤学薬理科学研究センター,  
4 昭和⼤学医学部⽿⿐咽喉科頭頸部外科学講座, 

 5 昭和⼤学医学部内科学講座腫瘍内科学部⾨, 6 昭和⼤学医学部整形外科学講座, 

 7 昭和⼤学薬学部病院薬剤部, 8 昭和⼤学薬学部, 9 昭和⼤学医学部,  
10 昭和⼤学医学部薬理学講座臨床薬理学部⾨, 11 昭和⼤学藤が丘病院⽿⿐咽喉科, 

 12 昭和⼤学頭頸部腫瘍センター 



 
B-2  ヒト膵がん細胞 Panc-1 における可溶型 MICB の発現抑制は

NKG2D/NKG2D シグナルを介した T 細胞活性化を促進する 
豊⽥ 仁志 1,2,3,4, 細沼 雅弘 1,2,3,5, 倉増 敦朗 1, 成川 陽⼀郎 1,2,3,4,  
村⼭ 正和 1,2,3,6, 磯部 順哉 7, 志⽥ みどり 1, ⽵中 桃⼦ 8,  
星野 光帆⼦ 8, 中島 瑞貴 9, 磯部 晃 9, 船⼭ 英治 1, 三邉 武彦 10, 
辻 まゆみ 3, 稲垣 克記４, ⽊内 祐⼆ 2,3, 吉村 清 1,5 

1 昭和⼤学臨床薬理研究所臨床免疫腫瘍学部⾨,  

2 昭和⼤学医学部薬理学講座医科薬理学部⾨, 3 昭和⼤学薬理科学研究センター,  

4 昭和⼤学医学部整形外科学講座, 5 昭和⼤学医学部内科学講座腫瘍内科学部⾨,  

6 昭和⼤学医学部⽿⿐咽喉科頭頸部外科学講座, 7 昭和⼤学薬学部病院薬剤部,  

8 昭和⼤学薬学部, 9 昭和⼤学医学部, 10 昭和⼤学医学部薬理学講座臨床薬理学部⾨ 

 
B-3  ⽣体⾻髄イメージングを⽤いた CAR-T 細胞療法の Intravital 評価

系の開発 
⼭下 英⾥華 1, ⼭本 雷蔵, ⽯井 優 1,2 
1 ⼤阪⼤学⼤学院 医学系研究科 免疫細胞⽣物学,  

2 ⼤阪⼤学⼤学院 ⽣命機能研究科 免疫細胞⽣物学 

 

B-4  Leukocyte immunoglobulin-like receptor (LILR)ファミリーが認
識する病原体の探索 
吉⽥ 裕樹 1、三宅 靖延 1 

1 佐賀⼤学医学部  分⼦⽣命科学講座 免疫学分野 

 

 

 

 

B-5  乳癌多発⾻転移にて ADL が著しく損なわれた症例に対する 
CDK４/6 阻害剤治療 



佐々⽊ 彩, ⻑⽥ 拓哉, 岡本 泰, 渡邉 学, ⻫⽥ 芳久 
東邦⼤学医療センター⼤橋病院外科 

 
 
ポスターC 免疫応答・メカニズム  

ファシリテーター：寺島 明⽇⾹ 東京⼤学医学部附属病院 ⾻・軟⾻再⽣医療寄付講座 

 
C-1  ストレス依存性の内側前頭前野でのミクログリア内 IL-12/23 経路

は神経ループスに関連する 
⼭﨑 剛⼠ 1, 阿部 靖⽮ 2, 3, ⽥中 勇希 4, ⻑⾕部 理絵 1, 

久保⽥ 晋平 2, 橋本 茂 2, 北條 慎太郎 2, 上村 ⼤輔 2,  

村上 正晃 1, 2, 4 
1⾃然科学研究機構 ⽣理学研究所 分⼦神経免疫研究部⾨,  
2北海道⼤学 遺伝⼦病制御研究所 分⼦神経免疫学分野,  
3北海道⼤学⼤学院 医学研究院 免疫・代謝内科学教室,  
4量⼦科学技術研究開発機構 量⼦⽣命科学研究所 量⼦免疫学研究チーム 

 
C-2  関節炎モデルマウスにおけるマクロファージの ERα機能解析 

佐伯法学 1,2，今井祐記 2 
1 愛媛⼤学学術⽀援センター医科学研究⽀援部⾨ 

2 愛媛⼤学プロテオサイエンスセンター病態⽣理解析部⾨ 
 

C-3  ⾃⼰免疫性関節炎における傍関節性⾻粗鬆症のメカニズム 
⼩松紀⼦ 1, Stephanie Win1, Minglu Yan1, Nam Cong-Nhat Huynh1,  
塚崎雅之 1, 寺島明⽇⾹ 2,3, 中島友紀 4, ⾼柳広 1 
1 東京⼤学⼤学院 医学系研究科 免疫学,  

2 東京⼤学⼤学院 医学系研究科 ⾻免疫学寄付講座,  

3 東京⼤学医学部附属病院 ⾻・軟⾻再⽣医療講座, 

4 東京医科⻭科⼤学⼤学院 分⼦情報伝達学 

C-4  進⾏性⾻化性線維異形成症における異所性⾻化発⽣機序 
寺島 明⽇⾹ 1,2、尹 ⽂強 3、岡本 ⼀男 2、⼩野 岳⼈ 4、⾼柳 広 3 



1 東京⼤学医学部附属病院 ⾻・軟⾻再⽣医療寄付講座,  

2 東京⼤学⼤学院 医学系研究科 ⾻免疫学寄付講座,  

3 東京⼤学⼤学院 医学系研究科 免疫学,  

4 東京医科⻭科⼤学⼤学院 医⻭学総合研究科 分⼦情報伝達学分野 

 
C-5   関節リウマチにおける JAK1 阻害薬の⾻芽細胞への作⽤ 

駒ヶ嶺 正嗣 1,2, 岡本 ⼀男 3, ⼩松 紀⼦ 1, ⾼柳 広 1 

1 東京⼤学⼤学院 医学研究科免疫学, 2 慶應義塾⼤学医学部リウマチ・膠原病内科 

3 東京⼤学⼤学院 医学系研究科 ⾻免疫学寄附講座 

 

C-6   IL-6 シグナルはヒト脂肪組織由来間葉系幹細胞から⾻格筋系譜細
胞への分化を促進する 

⼤塚 隆史１, ⼭形 薫１, 岡⽥ 洋右１, 中⼭⽥ 真吾 1, ⽥中 良哉 1 

1 産業医科⼤学医学部第 1 内科学  
 

 
ポスターD 関節炎・⾃⼰免疫疾患 

ファシリテーター：⼟屋 遥⾹ 東京⼤学医学部付属病院 アレルギー・リウマチ内科 
 

D-1  強直性脊椎炎患者の⾻密度と海綿⾻スコアについての解析 
多⽥ 久⾥守 1, 林 絵利 1, ⼭路 健 1, ⽥村 直⼈ 1 
1 順天堂⼤学医学部膠原病内科 

 

D-2  脊椎関節炎を呈する SAPHO症候群患者の臨床的特徴と HLA 
⾎清型との関連 
都築 清歌 1, 駒井 俊彦 1, 永渕 泰雄 1, 庄⽥ 宏⽂ 1, 藤尾 圭志 1 
1 東京⼤学⼤学院医学系研究科アレルギー・リウマチ内科 

 
D-3  関節リウマチにおける遠位指節間関節の罹患と臨床的意義に 

ついてーNinJa2018に基づく解析 



沢⽥ 哲治 1, ⽔内 隆浩 1, ⻄⼭ 進 2, 松井 利浩 3, 當間 重⼈ 4 
1 東京医科⼤学病院リウマチ膠原病内科, 2 倉敷成⼈病センターリウマチ科,  

3 国⽴病院機構相模原病院リウマチ科, 4 国⽴病院機構東京病院リウマチ科 

 
D-4  関節リウマチの⾎漿アクロレインは疾患活動性や背景因⼦と 

無関係に上昇している 
神⾕真理⼦ 1, 中⼭哲 1, 川端ちさと 1, 堀⽥優⼦ 1, ⼤野真理⼦ 1, 
⻑澤徹 1, 五⼗嵐⼀衛 2, 塩川光⼀郎 1, 河野博隆 1 ⻄村慶太 1 
1 帝京⼤学整形外科,  2 アミンファーマ研究所 

 
D-5  免疫チェックポイント阻害剤投与後に両股関節炎を呈した両変形

性股関節症の 1 例 
今村佑太 1,2, ⾼窪祐弥 1, 伊藤重治 1, ⼤⽊弘治 3, ⾼橋健⼤ 3,  
⾨⾺亮介 4, ⼩林真司 5, 佐々⽊幹 3, ⽯井政次 3, ⾼⽊理彰 11 

⼭形⼤学 整形外科学講座、2 ⽶沢市⽴病院、3 済⽣会⼭形済⽣病院、 

4 ⽇本海総合病院、5 ⾄誠堂総合病院 

 
ポスターE オミックス研究 

ファシリテーター：⾼松 漂太 ⼤阪⼤学⼤学院医学系研究科 呼吸器・免疫内科 

 
E-1  全ゲノムシークエンスと⼩分⼦ RNA シークエンスを⽤いた網羅的

microRNA-eQTL 解析による、多因⼦疾患の発症に寄与する
microRNA の同定 
曽根原 究⼈ 1、坂上 沙央⾥ 1、前⽥ 悠⼀ 2、平⽥ 潤 1、岸川 敏博 1、
⼭本 賢⼀ 1、松岡 秀俊 3、吉村 ⿇⾐⼦ 3、新居 卓朗 2、⼤島 ⾄郎 3、
熊ノ郷 淳 2、岡⽥ 随象 1 
1 ⼤阪⼤学⼤学院 医学系研究科 遺伝統計学, 2 ⼤阪⼤学⼤学院 医学系研究科 呼吸
器・免疫内科学, 3独⽴⾏政法⼈国⽴病院機構 ⼤阪南医療センター 

E-2  Leveraging supervised learning for functionally informed  
fine-mapping of cis-eQTLs identifies an additional 20, 



913 putative causal eQTLs 
王 ⻘波 1,2,3,4,5, David Kelley6, Jacob Ulirsch3,4,5, ⾦井 仁弘 1,3,4,5, 
Shuvom Sadhuka7, Ran Cui4,5, Carlos Albors4,5, Nathan Cheng4,5,  
岡⽥ 随象 1,2,8, The Biobank Japan Project, Francois Aguet4, 
Kristin Ardlie4, Daniel G. MacArthur9,10 & Hilary K. Finucane4,5 

1 ⼤阪⼤学⼤学院医学系研究科, 2 ⼤阪⼤学免疫学フロンティアセンター, 3 ハーバード⼤
学医学院バイオメディカル情報学, 4 ブロード研究所, 5 マサチューセッツ総合病院 
ATGUユニット, 6カリコ, 7 ハーバードカレッジ, 8 ⼤阪⼤学先導的学際研究機構, 9ガラ
バン医学研究所, 10 ムルドック⼩児科医学研究所 

 
E-3  国際的 GWASメタ解析に対するゲノム創薬の実践的ガイドライン 

難波 真⼀ 1, ⼩沼 貴裕 1,2, 岡⽥ 随象 1,3,4 
1 ⼤阪⼤学⼤学院医学系研究科遺伝統計学, 2 ⽇本たばこ産業株式会社医薬総合研究所,  

3 東京⼤学⼤学院医学系研究科遺伝情報学,  

4 理化学研究所⽣命医科学研究センターシステム遺伝学チーム 

 
E-4  ⽇本⼈関節リウマチ患者における滑膜フェノタイプの多様性 

中嶋 荘太郎 1, ⼟屋 遥⾹ 1, 太⽥ 峰⼈ 1,2, 笠井 太郎 3,  
廣瀬 旬 3, 蜷川 慶太 4, 藤枝 雄⼀郎 4, 岩崎 毅 5, 相崎 良美 6, 
梶⼭ 浩 6, 松下 雅和 7, ⽥村 直⼈ 7, 三村 俊英 6, ⼤村 浩⼀郎 5, 
森信 暁雄 5, 渥美 達也 4, ⽥中 栄 3, 岡村 僚久 2, 藤尾 圭志 1 

1 東京⼤学⼤学院医学系研究科アレルギー・リウマチ学 

2 東京⼤学⼤学院医学系研究科免疫疾患機能ゲノム学講座 

3 東京⼤学⼤学院医学系研究科整形外科学 

4 北海道⼤学⼤学院医学研究院免疫・代謝内科学教室 

5 京都⼤学⼤学院医学研究科内科学講座臨床免疫学 6埼⽟医科⼤学リウマチ膠原病科 

7 順天堂⼤学医学部内科学教室膠原病内科学講座 

プログラム 
第 2 ⽇⽬ 6 ⽉ 30 ⽇ 



 
モーニングセミナー１                8:30 - 9:30 

座⻑：熊ノ郷 淳 ⼤阪⼤学⼤学院医学系研究科 呼吸器・免疫アレルギー内科学 

   
MS1  ⽣体イメージングによる免疫炎症動態の解明 

―新たな病原性細胞の発⾒ 
⽯井  優 
⼤阪⼤学⼤学院医学系研究科 免疫細胞⽣物学 

共催：アッヴィ合同会社 
 

シンポジウム１                   9:35 - 11:05 
座⻑：⻑澤 丘司 ⼤阪⼤学⼤学院⽣命機能研究科/医学系研究科・医学部 幹細胞・免疫発⽣研究室 

   中島 友紀 東京医科⻭科⼤学⼤学院医⻭学総合研究科 分⼦情報伝達学 

   
S1-1  RNA編集酵素 ADAR1 による⾃然免疫制御の新たな展開 

河原 ⾏郎 1 
1 ⼤阪⼤学⼤学院医学系研究科神経遺伝⼦学 

 
S1-2  ゲートウェイ反射による組織特異的炎症性疾患の制御機構 

村上正晃 
北海道⼤学遺伝⼦病制御研究所、量⼦技術科学研究開発機構量⼦⽣命科学研究所、 

⾃然科学研究機構⽣理学研究所 

 

S1-3  微⽣物叢メタゲノム解析と⾃⼰免疫疾患 

岡⽥ 随象 
⼤阪⼤学⼤学院医学系研究科 遺伝統計学 

東京⼤学⼤学院医学系研究科 遺伝情報学 

 

 

 



特別講演 1                   11:10 - 12:10 
座⻑：⽵内 勤 慶應義塾⼤学 

   
SL1 ⾻免疫学と関節リウマチ治療の進歩 

〜JAK 阻害剤フィルゴチニブの特徴を含め〜 
⾼柳 広 
東京⼤学⼤学院医学系研究科免疫学 

共催：ギリアド・サイエンシズ株式会社/エーザイ株式会社  
 
ランチョンセミナー1              12:20 - 13:20 

座⻑：⾦⼦ 祐⼦ 慶應義塾⼤学医学部 リウマチ・膠原病内科 

   
LS1   関節リウマチ治療におけるアンメットニーズと JAK-STAT 

シグナルの重要性 
古賀智裕  
⻑崎⼤学⼤学院医⻭薬学総合研究科 分⼦標的医学研究センター 

共催：⽇本イーライリリー株式会社  
 
特別講演 2                    13:25 - 14:25 

座⻑：⽥中 良哉 産業医科⼤学医学部 第⼀内科学講座 

   
SL2  SLE の免疫応答への機能ゲノム解析によるアプローチ 

藤尾圭志 
東京⼤学⼤学院医学系研究科内科学専攻アレルギー・リウマチ学 

共催：アストラゼネカ株式会社  
 
 
 
 
 
 
 
 



アフタヌーンセミナー1              14:30 - 15:30 
座⻑：森信 暁雄 京都⼤学⼤学院医学研究科 内科学講座臨床免疫学 

   
AS1  最近の⾻粗鬆症治療と⾻粗鬆症のリスク 

宮本 健史 1  
熊本⼤学⼤学院⽣命科学研究部 整形外科学講座 

共催：第⼀三共株式会社  
 
イブニングセミナー2               15:35 - 16:35 

座⻑：⾼柳 広 東京⼤学⼤学院医学系研究科 免疫学 

 

ES2  ⾻形成促進薬による⾻粗鬆症治療 
⽥中 栄 
東京⼤学⼤学院医学系研究科 整形外科学 

共催：アステラス製薬株式会社/アムジェン株式会社 
 

ポスターセッション 2                        16:40 - 17:40 
 

ポスターG 破⾻細胞 
ファシリテーター：岡本 ⼀男 東京⼤学⼤学院医学系研究科  

 
G-1  Focused Ion Beam Scanning Electron Microscope (FIB-SEM)を 

⽤いた破⾻細胞の超微細⽴体構造の解析 
細沼 雅弘 1,2,7, 坂井 信裕 3,7，松島 英輝 4，⾼⽊ 孝⼠ 5，武部 明 6， 
髙⾒ 正道 3 ,7 
1 昭和⼤学臨床薬理研究所臨床免疫腫瘍学部⾨,  

2 昭和⼤学医学部医科薬理学講座, 3 昭和⼤学⻭学部⻭科薬理学講座,  

4 ⽇本電⼦株式会社, 5 昭和⼤学電⼦顕微鏡室,  

6株式会社ニコンインステック, 7 昭和⼤学薬理科学研究センター 

 



G-2  膜型 RANKLと可溶型 RANKL の機能解析 
岡本 ⼀男 1,杉⽥ 拓也 2,浅野 達雄 2, ⾼柳 広 2 

1 東京⼤学⼤学院 医学系研究科 ⾻免疫学寄付講座,  
2 東京⼤学⼤学院 医学系研究科 免疫学 

 

G-3  TRAF6 を標的とした破⾻細胞分化後期特異的阻害ペプチドの同定 
安⻄ 聖敬¹, ⾼橋 美帆¹, 井上 純⼀郎², ⻄川 恵三 3,  
⻄川 喜代孝¹ 
1同志社⼤院・⽣命医科・分⼦⽣命化学, 2 東⼤医科研,  

3同志社⼤院・⽣命医科・細胞代謝化学 

 
G-4  ラットの⾻髄−⾻芽細胞共存培養系では破⾻細胞が形成されない 

原因の解明 
畔津 佑季 1,2, 栗⾕ 未来 1, ⼭⼝ 真帆 1,2,3, 茶⾕ 昌宏 1,2,  
唐川 亜希⼦ 1,2, 坂井 信裕 1,2,4, ⾼⾒ 正道 1,2 

1 昭和⼤学⻭学部⻭科薬理学講座, 2 昭和⼤学薬理科学研究センター,  

3 昭和⼤学⻭学部⼩児成育⻭科学講座, 4 昭和⼤学⻭学部⻭学教育学講座 

 

G-5  Siglec-15 は破⾻細胞分化・機能と⾻芽細胞分化に重要な役割 
を果たす 
宇⽥川 信之，中村 美どり，⼩出 雅則，上原 俊介，⼭下 照

仁， 
中道 裕⼦，⼩林 泰浩 
松本⻭科⼤学 ⻭学部⽣化学・総合⻭科医学研究所硬織機能解析学 

 

G-6  シングルセル RNA シーケンス解析による関節炎特異的な 
破⾻前駆細胞の分化経路の推定 
揚村 朋弥 1, 菊⽥ 順⼀ 1, ⻑⾕川 哲雄 1, ⽯井 優 1 

1 ⼤阪⼤学⼤学院医学系研究科/⽣命機能研究科免疫細胞⽣物学 



 
ポスターH 幹細胞・再⽣医療 

ファシリテーター：古賀 智裕 ⻑崎⼤学⼤学院医⻭薬学総合研究科  

分⼦標的医学研究センター 

 

H-1  造⾎-間葉相互作⽤による間葉系幹細胞の特性調節機序の解明 
⾦澤 三四朗 1, 岡⽥ 寛之 2, 劉 丹 3, ⾺渕 洋 4, 星 和⼈ 1,3, ⽦⽥ 温彦 3 
1, 東京⼤学医学部附属病院 ⼝腔顎顔⾯外科・矯正⻭科 

2, 東京⼤学⼤学院医学系研究科 疾患⽣命⼯学センター 臨床医⼯学部⾨  

3, 東京⼤学医学部附属病院ティッシュ・エンジニアリング部  

4, 東京医科⻭科⼤学 ⼤学院医⻭学総合研究科 

 

H-2  ⾻髄間葉系幹細胞の分化を制御するコンドロイチン硫酸の構造 
幡野 その⼦, 渡辺 秀⼈ 
愛知医科⼤学 分⼦医科学研究所 

 

H-3  ⽼化間葉系幹細胞は Dkk1 を分泌し⾻芽細胞分化を抑制する 
⽯⽥ 昌義、松井 ⿓⼀、岩本 莉奈、宇⽥川 信之、⼩林 泰浩 
松本⻭科⼤学総合⻭科医学研究所 

 

H-4  神経堤由来細胞は創傷治癒過程においてケラチノサイトへの 
分化能を有する 
瀧澤 秀⾂ 1,2,3, 唐川 亜希⼦ 2,3, 須澤 徹夫 4, 茶⾕ 昌宏 2,3,  
池⽥ めぐみ 2,3,5, 坂井 信裕 3,6, 畔津 佑季 2,3, 髙橋 正皓 1,  
浦野 絵⾥ 7, 上條 ⻯太郎 4, 槇 宏太郎 1, ⾼⾒ 正道 2,3 
1 昭和⼤学⻭学部⻭科矯正学講座, 2 昭和⼤学⻭学部⻭科薬理学講座,  

3 薬理科学研究センター, 4 昭和⼤学⻭学部⼝腔⽣化学講座, 

5 昭和⼤学⻭学部⻭科保存学講座⻭内治療学部⾨,  

6 昭和⼤学⻭学部⻭学教育学講座 7 昭和⼤学⻭学部⻭科補綴学講座 

 



H-5  間葉系幹細胞・マクロファージ相互作⽤が担う炎症再⽣連関 
⽥頭 ⿓⼆, Kyaw Thu Aung, Jiewen Zhang, Aung Ye Mun,  
⻩野 頂策, 秋⼭ 謙太郎, 窪⽊ 拓男 
岡⼭⼤学⼤学院 医⻭薬学総合研究科 インプラント再⽣補綴学分野 

 
 
ポスターI ⾻芽細胞・⾻・免疫細胞等 

ファシリテーター：⼩松 紀⼦ 東京⼤学⼤学院医学系研究科 免疫学 
 
 

I-1  CCL28は⾻芽細胞及び破⾻細胞活性化を抑制することで海綿⾻量 
を負に制御する 
岩本 莉奈 
松本⻭科⼤学 総合⻭科医学研究所硬組織機能解析学 

 

I-2  アルコール慢性摂取は⾻内⾃然免疫系細胞を抑制しマウス⾻粗症 
を誘発する 

成尾宗浩 1, 2, 3、根岸靖幸 1,4、奥⽥貴久 5、井野 創 1,4、堀井裕美 1,4、
岡崎 健 2、森⽥林平 1 
1. ⽇本医科⼤学微⽣物学免疫学教室 

2. 東京⼥⼦医科⼤学整形外科学教室 

3. 東名厚⽊病院整形外科 

4. ⽇本医科⼤学⼥性診療科産科 

5. ⽇本⼤学法医学教室 

 
I-3  ⾻強度と造⾎能を規定する⾎管内⽪サブタイプの同定とその性質 

伊賀隆史 1,2３, 久保⽥ 義顕１,  
1 慶應義塾⼤学 解剖学教室, 2 慶應義塾⼤学 整形外科学教室, 3 慶友整形外科病院 

 



I-4  雄性⾻量制御機構に対する Aromatase の作⽤機序解明 
池⼾ 葵 1, ⼭下 美智⼦ 2, 星野 ⿇⾐⼦ 3, 福本 誠二 4,  

今井 祐記 1 
1 愛媛⼤学プロテオサイエンスセンター, 2 愛媛⼤学医学部附属病院乳腺センター,  

3 東京⼤学⼤学院農学⽣命科学研究科, 4徳島⼤学先端酵素学研究所 

 

I-5  炎症性⾻破壊における JAK 阻害剤の in vivo 作⽤メカニズム 
の解明 
鎗 伸弥 1, 菊⽥ 順⼀ 1, 執⾏ 穂⾼ 1, ⽯井 優 1 

1 ⼤阪⼤学⼤学院医学研究科/⽣命機能研究科 免疫細胞⽣物学教室 

 
I-6  脂質およびコレステロールの摂取バランスがマウスの硬組織の 

恒常性に及ぼす影響 
佐藤 ゆり絵 1,2,3, 坂井 信裕 4, 栗⾕ 未来 1,2，唐川 亜希⼦ 2,3,  
畔津 佑季 2,3, 茶⾕ 昌宏 2,3, ⾼⾒ 正道 2,3 

1 昭和⼤学⻭学部スペシャルニーズ⼝腔医学講座障害者⻭科学部⾨,  
2 昭和⼤学⻭学部⻭科薬理学講座, 3 昭和⼤学薬理科学研究センター,  
4 昭和⼤学⻭学教育学講座 

 
ポスターJ 免疫細胞・線維化 

ファシリテーター：菊⽥ 順⼀ ⼤阪⼤学⼤学院医学系研究科免疫細胞⽣物学 
 

J-1  Clonal replacement による動的な SARS-Cov2特異的 CD8+ T 
細胞の維持 
上⽻ 悟史 1、⻘⽊ 寛泰 1,2、北畠 正⼤ 3、阿部 遥 1、七野 成之 1、 
原 篤志 3、王寺 典⼦ 3、伊藤 利洋 3、松島 綱治 1 
1 東京理科⼤学 ⽣命医科学研究所 炎症・免疫難病制御部⾨,  

2 東京⼤学⼤学院 医学系研究科 衛⽣学教室、3奈良県⽴医科⼤学 免疫学講座 

 



 
J-2  アルギニンセンサーCastor1 の全⾝性免疫応答における役割の 

解明 
楠⽥ 岳 1, 駒井 俊彦 1, 岡村 僚久 1,2, 藤尾 圭志 1 
1 東京⼤学医学部アレルギー・リウマチ内科,  

2 東京⼤学⼤学院医学系研究科免疫疾患機能ゲノム学講座 

 

J-3  胸腺上⽪細胞の多様性に寄与する新規転写因⼦の同定 
美野 名波 1,2, 室 ⿓之介 1, 新⽥ 剛 1, 藤尾 圭志 2, ⾼柳 広 1 
1 東京⼤学医学系研究科免疫学, 2 東京⼤学医学系研究科アレルギー・リウマチ内科学  

 

J-4  肝臓内のマクロファージによる空間的に不均⼀な免疫制御 
宮本 佑 1, 菊⽥ 順⼀ 1, ⽯井 優 1 
1 ⼤阪⼤学⼤学院医学系研究科免疫細胞⽣物学 

 

J-5  転写因⼦ Runx1/2 は造⾎幹細胞ニッチ細胞の線維芽細胞への分化 
を抑制する 
尾松 芳樹 1, ⻑澤 丘司 1 
1 ⼤阪⼤学⼤学院⽣命機能研究科 

 

J-6  ⾮アルコール性脂肪性肝炎の時空間的動態解析 
菊⽥ 順⼀ 1, ⽯⽥ 彩佳 1, ⽯井 優 1 

1 ⼤阪⼤学 ⼤学院医学系研究科 免疫細胞⽣物学 

 
 
 
 
 
 
 
 



ポスターK 顎⼝腔疾患 
ファシリテーター：進 正史 福岡⻭科⼤学細胞⽣理学分野 

 

K-1  新規マウス⻭周炎モデルによる⻭周炎発病過程の時空間解析 
劉 安豪 1,2, 林 幹⼈ 1, ⼟⾕ 洋輔 2,岩⽥ 隆紀 2,中島 友紀 1 

1 東京医科⻭科⼤学 医⻭学総合研究科 分⼦情報伝達学分野,  

2 東京医科⻭科⼤学 医⻭学総合研究科 ⻭周病学分野 

 

K-2  Understanding the role of Mkx in periodontal disease through 
 utilisation of Mkx knockout rats 

Lisa Yagasaki 1,2, Tomoki Chiba 1, Ryota Kurimoto1,  
Takanori Iwata2,Hiroshi Asahara1 
1 Department of Systems BioMedicine, Graduate School of Medical and Dental Sciences, 

 Tokyo Medical and Dental University 

2 Department of Periodontology, Graduate School of Medical and Dental Sciences,  

Tokyo Medical and Dental University 
 

K-3  イメージングを⽤いた⻭エナメル芽細胞の動態解析 
進 正史 1,2, 岡部 幸司 1 
1 福岡⻭科⼤学細胞⽣理学分野, 2 福岡⻭科⼤学⼝腔医学研究センター 

 

K-4  1 細胞 RNA シーケンスによる Mkxノックアウトラット⻭根膜組織 
の解析 
⼩野⼤樹 1、千葉朋希 1、⾼⽥嘉宝 1,2、宮崎貴⾏ 1、中道亮 1、 
栗本遼太 1、松島隆英 1、淺原弘嗣 1 

１東京医科⻭科⼤学医⻭学総合研究科システム発⽣・再⽣医学分野、 

２東京医科⻭科⼤学医⻭学総合研究科顎⼝腔外科学分野  

 

 
 



K-5  妊娠マウスへの⾻吸収抑制薬投与は出⽣新⽣仔の⻭の成⻑障害を 
もたらす 
⼭⼝ 真帆 1,2, 坂井信裕 2,3,4，唐川亜希⼦ 2,3, 茶⾕昌宏 2,3, 畔津佑季 2,3， 
髙⾒正道 2,3 
昭和⼤学 1 ⻭学部⼩児成育⻭科学講座，2 ⻭学部⻭科薬理学講座， 

３薬理科学研究センター,4 ⻭学部⻭科教育学講座 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

プログラム 



第 3 ⽇⽬ 7 ⽉ 1 ⽇ 
 
総会                                        8:20 - 8:30 

 
モーニングセミナー２                         8:30 - 9:30 

座⻑：⽥村 直⼈ 順天堂⼤学⼤学院医学研究科 膠原病・リウマチ 

内科学 医学部膠原病内科学講座 

   
MS2  RA における滑膜増殖メカニズムと TNFα阻害治療 

保⽥ 晋助 1 
1 東京医科⻭科⼤学 膠原病・リウマチ内科 

 

共催：ヤンセンファーマ株式会社/⽥辺三菱製薬株式会社  
 

 
シンポジウム２                   9:35 - 11:05 

座⻑：熊ノ郷 淳 ⼤阪⼤学⼤学院医学系研究科 呼吸器・免疫アレルギー内科学 

⼭岡 邦宏 北⾥⼤学医学部 膠原病・感染症内科学 

 
S2-1  関節リウマチにおけるシトルリン化蛋⽩とその⾃⼰抗体の 

意義再考 
松本 功 
筑波⼤学医学医療系 膠原病リウマチアレルギー内科 

 
S2-2  ⾃⼰免疫疾患における濾胞性ヘルパーT 細胞  

中⼭⽥ 真吾、⽥中 良哉 
産業医科⼤学 医学部 第１内科学講座 

 
 

S2-3  ミトコンドリア DNA 内包エクソソームによる炎症誘導と 
ベーチェット病 



⾼松 漂太 
⼤阪⼤学⼤学院医学系研究科 呼吸器・免疫内科 

 
受賞講演 1                     11:10 - 12:10 

座⻑：岡本 ⼀男 東京⼤学⼤学院医学系研究科 ⾻免疫学寄付講座 

 川畑 仁⼈ 聖マリアンナ医科⼤学 リウマチ・膠原病・アレルギー内科 

 

ST-1  滑膜フェノタイプに基づく⽇本⼈関節リウマチ患者の層別化 
吉原 理紗 1、⼟屋 遥⾹ 1、⼩俣 康徳 2、⾼橋 悠 1、内尾 明博 2、 
前之原 悠司 2、松本 卓⺒ 2、原⽥ 広顕 1、庄⽥ 宏⽂ 1、⽥中 栄 2、 
岡村 僚久 3、藤尾 圭志 1 
1 東京⼤学⼤学院医学系研究科アレルギー・リウマチ学 

2 東京⼤学⼤学院医学系研究科整形外科学 

3 東京⼤学⼤学院医学系研究科免疫疾患機能ゲノム学講座 

 

ST-2  ⾃⼰免疫疾患の腸内細菌叢・ウイルス叢解析 
友藤 嘉彦 1、岸川 敏博 1、前⽥ 悠⼀ 1、⼩河 浩太朗 1、新居 卓朗 1

奥野 ⿓禎 1、猪頭 英⾥ 1、⽊下 允 1、⼭本 賢⼀ 1、曽根原 究⼈ 1、
元岡 ⼤祐 2、中村 昇太 2、望⽉ 秀樹 1、⽵⽥ 潔 1、熊ノ郷 淳 1、 
岡⽥ 随象 1 

1 ⼤阪⼤学⼤学院医学系研究科, 2 ⼤阪⼤学微⽣物研究所 

 

ST-3   BNT162b2 mRNAワクチンによるエピジェネティック変化を 
伴った⼀過性の I 型 IFN応答の増強 
⼭⼝ 勇太 1,2, 加藤 保宏 1,2, 熊ノ郷 淳 1,2 
1 ⼤阪⼤学⼤学院医学系研究科呼吸器・免疫内科学  
2 ⼤阪⼤学免疫学フロンティア研究センター感染病態分野 

 

ST-4  外部栄養による軟⾻成⻑板幹細胞制御メカニズムの解明 
尾市 健 1,2, 北川 知明 2, 中川 匠 2, 河野 博隆 2, ⼤鶴 聰 1,  



岩本 容泰 1, 岩本資⼰ 1 
1メリーランド州⽴⼤学整形外科, 2 帝京⼤学医学部整形外科学講座 

 
 
 

ST-5  1 細胞⾻アトラスによる skeletal diseases病因解明 
岡⽥ 寛之 1,2, ⾕ 彰⼀郎 1,2, ⼩野寺 晶⼦ 3, ⼩俣 康徳 2,4,  
寺島 明⽇⾹ 2,4, ⽮野 ⽂⼦ 5, 斎藤 琢 2, 東 俊⽂ 3,  
Roland Baron 2, ⽥中 栄 2, 鄭 雄⼀ 1, 北條 宏徳 1 

1 東京⼤学疾患⽣命⼯学センター臨床医⼯学, 2 東京⼤学整形外科,  

3 東京⻭科⼤学⽣化学, 4 東京⼤学⾻軟⾻再⽣医療講座, 5 昭和⼤学⻭学部⼝腔⽣化学講座 

 
ランチョンセミナー2                12:20 - 13:20 

座⻑：⼭岡 邦宏 北⾥⼤学医学部 膠原病・感染症内科学 

   
LS2   関節リウマチ病態における IL-６とサリルマブ 

庄⽥ 宏⽂ 1, 藤尾 圭志 1 
1 東京⼤学⼤学院医学系研究科内科学専攻 アレルギー・リウマチ学 

 

共催：旭化成ファーマ株式会社 
 

受賞講演 2                     13:25 - 14:25 
座⻑：庄⽥ 宏⽂ 東京⼤学⼤学院医学系研究科内科学専攻 アレルギー・リウマチ内科 

塚崎 雅之 東京⼤学⼤学院医学系研究科 免疫学 

 

ST-6  ⾼い⾻吸収能と T 細胞刺激能を備えたヒト樹状細胞由来破⾻細胞 
⼭形 薫１, 中⼭⽥ 真吾１, 成澤 学１, 久保 智史１, 岡⽥ 洋右１, 
⼭岡 邦宏 2, ⽥中 良哉 1 
1 産業医科⼤学医学部第 1 内科学, 2 北⾥⼤学医学部膠原病・感染内科学 

ST-7  Identification of a transcription factor that drives polarization 
 toward tissue-destructive fibroblasts in arthritis 



Minglu Yan1, Noriko Komatsu1, Ryunosuke Muro1, Hiroyuki Takaba1, 
Takeshi Nitta1, Kazuo Okamoto2, Masayuki Tsukasaki1,  
Hiroshi Takayanagi1 

1Department of Immunology, Graduate School of Medicine and Faculty of Medicine,  

The University of Tokyo, Japan 

2Department of Osteoimmunology, Graduate School of Medicine and Faculty of Medicine,  

The University of Tokyo, Japan 

 
ST-8  遠隔炎症ゲートウェイ反射：感覚神経-介在神経回路と ATP 

による遠隔部位での炎症誘導 
⻑⾕部 理絵 1, 村上 薫 2, 北條 慎太郎 2,3,, ⽥中 勇希 3, 村上 正晃 1,2,3 
1 ⽣理学研究所 分⼦神経免疫研究部⾨,  

2 北海道⼤学 遺伝⼦病制御研究所 分⼦神経免疫学分野、 

3 量⼦科学技術研究開発機構 量⼦免疫学研究部⾨ 

 
ST-9  Dnmt1 は成⻑板軟⾻細胞の正常分化に必須である 

柳原 裕太 1, 今井 祐記 1 
1 愛媛⼤学プロテオサイエンスセンター病態⽣理解析部⾨ 

 
ST-10  腸内細菌代謝物イノシンは頭頸部がんにおいて T 細胞活性化 

および直接の抗腫瘍効果により腫瘍増⼤を抑制する 
成川 陽⼀郎 1,2,3,4, 細沼 雅弘 1,2,3,5, 倉増 敦朗 1, 村⼭ 正和 1,2,3,4,  
豊⽥ 仁志 1,2,3,6, 磯部 順哉 7, 志⽥ みどり 1, 船⼭ 英治 1，  
⽵中 桃⼦ 8, 星野 光帆⼦ 8, 中島 瑞貴 9, 磯部 晃 9,  
三邉 武彦 10, 佐々⽊ 晶⼦ 2,3, 辻 まゆみ 3, ⼩林 ⻫ 11,  
嶋根 俊和 12, ⼩林 ⼀⼥ 4, ⽊内 祐⼆ 2,3, 吉村 清 1,5 

1 昭和⼤学臨床薬理研究所臨床免疫腫瘍学部⾨,  

2 昭和⼤学医学部薬理学講座医科薬理学部⾨, 3 昭和⼤学薬理科学研究センター,  



4 昭和⼤学医学部⽿⿐咽喉科頭頸部外科学講座,  

5 昭和⼤学医学部内科学講座腫瘍内科学部⾨, 6 昭和⼤学医学部整形外科学講座,  

7 昭和⼤学薬学部病院薬剤学講座, 8 昭和⼤学薬学部薬学科, 9 昭和⼤学医学部医学科,  

10 昭和⼤学医学部薬理学講座臨床薬理学部⾨, 11 昭和⼤学藤が丘病院⽿⿐咽喉科,  

12 昭和⼤学頭頸部腫瘍センター 

 

閉会式                                     14:25-14:30 


